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敬老行事の実施にあたって
毎年、大好評のプロに学ぶ和菓子教室を開催します。
今回のテーマは、
「沖縄県波照間黒糖を使ったミネラルたっぷりの黒糖まんじゅうを作ろうです。
季節の和菓子、練りきりで撫子（なでしこ）を作ります。
和菓子作りのプロのコツを覚えて、おいしい和菓子を作りましょう！
日 時：７月３日（月） １０時～１２時

富田地区社会福祉協議会では、高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするため、本年も、
９月１８日に敬老行事を行います。当日は、できるだけ多くの方に参加していただきたいと
考えており、市に依頼して７０歳以上の方の名簿（住所、氏名、生年月日、性別を記載）を
閲覧させていただき、対象の方には、もれなく案内を送付したいと考えています。
つきましては、名簿の個人情報については、この敬老行事にのみ使用し、秘密保持の厳守を

場 所：富田地区市民センター 2 階 調理室
講 師：生川 弘章さん（清華堂）
定 員：２４名（申込み多数の場合は抽選になります。）
材料費：５００円
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、持帰り用容器（タッパーなど）

徹底いたしますので、私どもが開催します敬老行事が円滑に実施できますよう、皆さんのご理
解、ご協力をお願いいたします。
なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、平成２９年６月３０日（金）
までに介護・高齢福祉課（電話３５４－８４２５）へご連絡をいただきますようお願いします。
その場合、敬老行事のご案内や敬老記念品をお届けできなくなりますのでご了承ください。

申込み・問合せ先：６月２３日（金）までに、
富田地区市民センター 電話３６５－１１４１までお願いします。

昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連絡いただく必要はありません。

地域づくりマイスター養成講座

市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的と
した、地域づくりマイスター養成講座を開催します。
地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。
開催予定日
以下の土曜日（全９回) 9:30～12:00
ただし、９月 16 日は 9:30～16:30、10 月 14 日は 13:30～15:30
平成 29 年７月 22・29 日、８月 19・26 日、９月９・16 日
10 月７・14 日、12 月 16 日
場
所
四日市市総合会館７階 第３研修室ほか
内
容
地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域

ダンボールコンポストを使って生ごみを堆肥化する生ごみのリサイクル講座です。ダンボールコ
ンポストは、材料も安く、毎日の生ごみをコンポストに入れるだけの簡単な作業なので、誰にでも
気軽に始められます。気になる匂いもあまりありません。堆肥化することで家庭から出る生ごみが
減り、できた堆肥を家庭菜園などで利用することで生ごみが資源に変わります。ダンボールコンポ
ストで循環型生活を始めてみませんか？
日 時：①７月６日（木） １３時３０分～1４時３０分「ダンボールコンポストの使い方」
②７月２０日（木）１３時３０分～1４時３０分「アフターフォロー」
場 所：富田地区市民センター 2 階ホール
定員：１０名（定員になり次第締め切ります。）
主 催：四日市ダンボールコンポストの会
参加費：無料
申込み：７月３日（月）までに富田地区市民センターまで

資源のマッピング演習、コンフリクトマネジメント演習、グループ討議、レポ
ート作成など
修
了
全９回中、５回以上の出席と 800 字程度のレポート提出で修了証を交付
定
員
40 名（応募者多数の場合抽選）
問合せ・申込み ６月 30 日（金）までに
四日市市役所 市民協働安全課 （担当：後藤、渡瀬）
電話３５４－８１７９ ＦＡＸ３５４－８３１６

電話３６５－１１４１

★日 時：６月２３日（金）１０時～１１時３０分
★場 所：富田地区市民センター １階和室
★内 容：絵本のよみかたり、ふれあい遊び、おしゃべりなど
★参加費：無料
申込み不要
★問合せ先：稲垣 克子 電話３６５－４４８７
★日 時：６月１６日（金）９時３０分～
★場 所：富田地区市民センター
２階

受講生募集

訂正

調理室

副

★持ち物：材料費６００円、エプロン、三角巾、ふきん
★申込み：富田地区市民センター 電話３６５－１１４１
★主 催：食生活改善推進協議会

回覧とみだ５月２０日号の富田地区連合自主防災隊の記事に誤りがありましたので訂正致します。
隊

長

≪正≫加藤弘道 太田昌幸 安藤和義
≪誤≫清水勝年 加藤弘道

１０ブロック長

太田昌幸 安藤和義

≪正≫伊藤信彦（茂福中ノ町）
≪誤≫青木實（茂福北ノ町）
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参加者募集！

学校における「いじめ」の事案や、家庭内における児童虐待の事案が依然として数多く発

新図書館（中心市街地複合拠点施設）にかかる懇談会を開催します

新図書館を含む中心市街地複合拠点施設整備の基本的な考え方について、広く市民の皆さんに知っていただき、
また本施設の機能や空間のあり方について、直接意見交換を行うため、市内４カ所で懇談会を開催します。日程
は下記のとおりです。
開催日時・場所

参加人数

参加申込受付期間

平成 29 年 6 月 25 日（日）

６月８日（木）

14:00～15:30（予定）

～

あさけプラザ

６月２３日（金）

平成 29 年 7 月 16 日（日）

６月２３日（金）

14:00～15:30（予定）
四日市市文化会館
平成 29 年 7 月 23 日（日）

各回
８０名程度
（先着順）

～
７月１４日（金）
６月２３日（金）

14:00～15:30（予定）

～

中消防署中央分署

７月２１日（金）

平成 29 年 8 月 20 日（日）

６月２３日（金）

14:00～15:30（予定）

～

三浜文化会館

８月１８日（金）

内容

生していることから、子どもをめぐる様々な人権問題の解決にむけて、全国一斉で「子ども
の人権１１０番」強化週間を実施します。
～ 実施期間や相談番号のお知らせ ～
✿ 期間：６月２６日(月)から７月２日(日)の７日間
✿ 時間：８時３０分から１９時（土日は１０時から１７時）
✿ 番号：０１２０－００７－１１０ （全国共通フリーダイヤル）
問合せ

津地方法務局人権擁護課

電話
ＦＡＸ

０５９－２２８－４１９３
０５９－２１３－３３１９

・本施設整備の基本的
な考え方の説明
・参加者との意見交換

4・５月のボランティアカフェ“まなびや”では、介護予防の体操を体験いただきました。

対象
市内に在住または通勤・通学する人
申込み方法
参加申込受付期間内に、参加申込書に必要事項をご記入のうえ、郵便、ＦＡＸ、またはＥメールで政策推

身体を動かしたあとは、ちょっと自分にご褒美を！
ということで、今回は電子レンジを利用して簡単にヘルシーなおいしいお菓子を一緒に作り、
☆わいわいがやがや☆ みんなでいただきたいと思います。
関心のある方、お菓子を作って食べたい方、などなど、みなさんぜひお気軽にご参加ください！

進課へお申し込みください。
申込書は、地区市民センターに配架するチラシの裏面をご利用いただくか、市ホームページより入手いた
だけます。
問合せ先
〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１番５号
四日市市役所 政策推進部

日
場
内

時：６月２７日（火）10:00 ～ 12:00
所：サロン よってこ家（富田３丁目１４－１４）
容：電子レンジで簡単にできるお菓子づくり
「カラフルケーキ」 「ういろう」を作ります！

講 師：食生活改善推進協議会（富田地区）
家にある材料で簡単につくれるワ～
定 員：1５名（定員になり次第締切）
みんなで作るとおいしいね❢
参加費：１００円（材料費）
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん
申込み：６月２３日（金）までに、住所、名前、電話番号を
下記までお伝えください。
四日市市社会福祉協議会四日市市ボランティアセンター
電話 354-8144 / FAX 354-6486
E ﾒｰﾙ y-vc@m3.cty-net.ne.jp

政策推進課

電話 354-8112 FAX 354-3974 Email：seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。熱中症を予防し、暑い夏を
元気に過ごしましょう。
1． 室温が 28 度を超えないよう、上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を
涼しくしましょう。
2. 喉が渇いた、と感じる前にこまめに水分補給をしましょう。
3. 日頃から体力づくりやバランスのとれた食事、十分な睡眠をといった体調管
理を行いましょう。
四日市市 健康づくり課 電話 354-8291
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平成 2９年度

９月

富田地区で行われる主な年間行事

2(土) 人権教育推進協議会視察研修会（人権教育推進協議会）
18(月祝) 敬老会：小学校体育館（地区社協福祉部会）
24(日) 地区総合体育祭：小学校グラウンド（体育祭実行委員会）
25(月) リンパマッサージ：市民センター（センター事業）
26(火)～27(水) 自然教室（小学校）
9 月中旬 防災訓練（北鵤町）

※紙面に掲載されていない行事や、日程を変更する場合もあります。回覧にてご確認ください。

６月
10(土)
11(日)
11(日)

花いっぱい運動花壇の整備：十四川堤防・フラワー道路（十四川と環境を守る会）
古紙回収(小学校ＰＴＡ)
第 1 回東海道セミナー：市民センター（賑わいのある文化の香るまちづくり委員会）

11(日)
17(土)
23(金)
24(土)

グラウンドゴルフ大会:浜園運動公園（北鵤町）
花いっぱい運動花の苗植え：十四川堤防・フラワー道路（十四川と環境を守る会）
教育講演会・地区懇談会：中学校体育館（人権教育推進協議会）
第１回福祉研修会・講演会：市民センター（地区社協福祉部会）

１０月
7(土) 富田幼稚園運動会（富田幼稚園）
7(土) 花いっぱい運動花壇の整備：十四川堤防・フラワー道路（十四川と環境を守る会）
8(日) 第 1 回文化講演会：市民センター（賑わいのある文化の香るまちづくり委員会）
9(月祝) 文化幼稚園運動会（富田文化幼稚園）
14(土) 花いっぱい運動花の苗植え：十四川堤防・フラワー道路（十四川と環境を守る会）
14(土) 富田保育園運動会（富田保育園）
15(日) 第 2 回福祉研修会・講演会：市民センター（地区社協福祉部会）
18(水) 市長のタウンミーティング：市民センター（四日市市）

７月
1(土)

松明作り・虫送り行事（予備日 9 日）（賑わいのある文化の香るまちづくり委員会）

3(月) 和菓子作り教室：市民センター（センター事業）
6(木) 寝たきり介護訪問事業（地区社協福祉部会）
6(木)・20(木)ダンボールコンポスト講座：市民センター（センター事業）
8(土) 十四川堤防清掃：十四川堤防（十四川と環境を守る会）
9(日) 行燈まつり・三寺参り:市民センター（賑わいのある文化の香るまちづくり委員会）
10(月) 山の神行事（西町ほか）
21(金) 陶芸教室：市民センター（センター事業）
29(土) 納涼祭：中公園（納涼祭実行委員会）

22(日)
28(土)
29(日)
29(日)

１１月
4(土) 文化祭：中学校（中学校）
5(日) 富田地区文化祭：市民センター（地区社協文化部会）
8(水)・22(水) ダンボールコンポスト講座：市民センター（センター事業）
9(木) 秋の食事会(高地区)：市民センター（地区社協福祉部会）
11(土) 親子ふれあい事業：せせらぎ公園（地区社協青少年を守る部会）
11(土) 第 2 回東海道セミナー：市民センター（賑わいのある文化の香るまちづくり委員会）
16(木) 秋の食事会(茂福地区)：市民センター（地区社協福祉部会）
18(土) ふれあい集会（地域交流）・土曜授業：小学校（小学校）
22(水) 秋の食事会(浜地区)：市民センター（地区社協福祉部会）
23(木祝) いのこ祭り：茂福町内（茂福町自治会）

８月
3(木)
夏休み子ども環境学習教室：市民センター（センター事業）
6(日) ドッヂボール大会：小学校グラウンド（育成会）
9(水) 陶芸教室：市民センター（センター事業）
13(日)～15(火) 鯨船行事・石取祭：富田地区内
18(金) バス旅行（学童保育所）
22(火) 夏休み子ども科学教室：市民センター（センター事業）
24(木)
27(日)

大太鼓・大鉦 秋の大祭：北鵤町内（北鵤町）
土曜授業・鯨船披露：小学校（小学校）
古紙回収（中学校 PTA）
富田地区総合防災訓練：各地区・小学校体育館（自主防災隊）

絵本の料理教室：市民センター（センター事業）
四日市市花火大会（四日市花火大会実行委員会）
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26(日) いのこ祭り：北鵤町内（北鵤町自治会）
28(火) 人権フォーラム：中学校体育館（中学校）

平成 2９年度

富田小学校で運動会が行われました

富田地区で行われる主な年間行事

5 月 28 日（日）富田小学校の運動場で運動会が行われました。
小学校に入学して初めての運動会を迎えた 1 年生は、オリジナル恋
ダンスを踊ってくれました。
玉入れでは PTA や来賓も参加しました。皆が一生懸命にカゴに入れ
ましたが、少しの差で赤組の勝利となりました。

※紙面に掲載されていない行事や、日程を変更する場合もあります。回覧にてご確認ください。

１２月
3(日) ふれあいグラウンドゴルフ大会：浜園運動公園（地区社協健康推進部会）
3(日) 第 2 回文化講演会：市民センター（賑わいのある文化の香るまちづくり委員会）
4(月) 男の料理教室：市民センター（センター事業）
7(木) 寝たきり介護訪問事業（地区社協福祉部会）
25(月) もちつき大会：学童保育所（学童保育所）
12 月下旬

おやじサロンが開催されました

ミニ門松作り教室：市民センター（センター事業）
国際講座：市民センター（センター事業）

6 月 1 日（木）おやじサロンが丸の内公会所で開催されました。
毎月第一木曜日に開催しています。男性だけが参加できる料理教室で
す。6 月のメニューは特製サーロインカレーでした。「カレーが食べた
い」という意見と、「ステーキが食べたい」という意見がありメニュー
が決定しました。

平成 30 年１月
8(月祝) 新春凧作り教室：市民ｾﾝﾀｰ（連合自治会）
13(土)・14(日) どんど祭り：各町（自治会）
14(日) 新春凧揚げ大会：富双緑地（連合自治会）
21(日) 第 3 回文化講演会：市民センター（賑わいのある文化の香るまちづくり委員会）
28(日)

7 月のメニューは何でしょう～？楽しみです。

十四川にカルガモの親子がいます

ファミリー体力測定大会：小学校体育館（地区社協健康推進部会）

5 月中旬頃から、十四川にカルガモの親子を見かけるようになりまし
た。橋の上から写真を撮ろうとすると親ガモが声を出しながら子ガモを
守るように警戒していました。一生懸命に親ガモについていく子ガモは
とても可愛いかったです。川の中にはゴミがたくさん捨てられていま
す。間違って食べてしまうことがないようにゴミを捨てないようにご協
力をお願いします。

２月
3(土) 人権のつどい：市民センター（人権教育推進協議会）
4(日) 防災視察研修：静岡県防災センター（自主防災隊）
4(日) 古紙回収（育成会）
10(土)・11(日) 日待祭：伊賀留我神社（北鵤町自治会）
11(日) 防災講演会：市民センター（自主防災隊）

犬の糞（フン）のないきれいな街にしませんか？

24(土) 人権教育授業参観・人権研修会：小学校（人権教育推進協議会）
24(土) 十四川堤防桜の苗木植樹：十四川堤防（十四川と環境を守る会）
2 月中 いちご大福作り教室（センター事業）

昨年度、四日市市でのモラルに関する相談のうち約２0％
が犬の糞（ふん）尿公害に関することでした。
犬を飼うということは、社会に対しても責任を持つことで
す。公共の場所に排泄物が放置されているのは誰にとっても
不快なだけでなく、衛生上も問題があります。
また、飼い主が気づいていなくても、鳴き声や毛・羽毛の
飛散、排泄物、臭いなどを迷惑に感じている人もいます。日
頃から、周囲の人々への配慮が必要です。

３月
2(金)
4(日)

リンパマッサージ（センター事業）
福祉ふれあい広場：市民ｾﾝﾀｰ（地区社協福祉部会）

5(月)・19(月) ダンボールコンポスト講座：市民センター（センター事業）
10(土)・21(水) 十四川堤防清掃：十四川堤防（十四川と環境を守る会）
11(日) 北部ブロック駅伝大会：富双緑地
（四日市市スポーツ推進委員協議会北部ブロック）
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